
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危機対応力（レジリエンス）を備えたビジネス 
リーダーに求められる耐久力とは 
- The perseverance of resilient leadership-（日本語翻訳版） 
成長への道のりに影響を与え続けるリーダーシップとは 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本資料は、Deloitteグローバルが2020年4月に発表した“The essence of resilient leadership: Business recovery from 

COVID-19” を、デロイトトーマツグループが翻訳したものです。なお、この翻訳文と原文に相違がある場合には、原文

の記載事項を優先します。 

レジリエンス（危機対応力）をもってCOVID-19に立ち向かう 

COVID-19への対応に関するデロイトインサイトのより幅広い内容については、デロイトの専用サイト

COVID-19 Webサイトをご覧ください。 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/topics/combating-covid-19-with-resilience.html
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これから先の長い道のり 
 

 

 
か月前、私たちは、COVID-19の大流

行を経て、組織が新たなビジネス環境

に導かれる「成長段階」が到来するこ 

とを想像していました。しかしながら、現在、リー

ダーが対処すべき責務は、人種的不平等、気候

変動、および経済の不確実性を原因とする同時

発生的課題によって、より一層複雑化していま

す。 「成長段階」への回帰の道のりは、私たちの

多くが当初想像し、期待していたよりも困難を伴

い、長期にわたると考えられます。 

 

COVID-19の第一波と繰り返される感染の波

は、世界の多くの地域を悩ませ続けています。

デロイトの最新の調査によると、全世界の企業

の76％と多くの国・地域が依然として危機への

「対応段階」または「回復段階」にあります。1 

2020年7月下旬発行の隔週版 Deloitte State of 

the Consumer Tracker は、対照的な「2つの世

界」について報告しました。インド、チリ、中国、

オーストラリア、スペイン、米国など、5大陸の9

か国で消費者の不安が高まりを見せる一方で、

他の9か国（そのうちの7か国はヨーロッパ内）で

は消費者心理に改善の傾向が示されたので

す。2 各国における流行状況と対応は国毎に異

なるため、全世界統一の戦略や投資優先順位

を決定することは困難です。そのため多国籍企

業が対処すべき課題は一層複雑なものになり

ます。 

 

 

 
「成長段階」に入った企業や国・地域において

も、今後の見通しは世界全体と密接不可分に関

連していることから、すべての人々が共に長い

道のりを一緒に歩んでいく必要があることを認識

せざるを得ない状況です。 

 
しかし、それぞれの組織や企業の将来が予め

運命づけられている訳ではありません。こうした

状況の下でレジリエントな（危機対応力を備え

た）ビジネスリーダーが果たすべき最も重要な

役割は、ビジネスの持続可能性を担保するため

に必要な人々や組織を支えることです。まず何

よりも「従業員」を支えることが重要です。彼らの

多くは疲弊しており、かつてないほどのストレス

を経験しています。そして、次はすべてのステー

クホルダーに価値を創造し続けるために「組織」

を支えることです。さらに、複数の実存的脅威に

直面している「社会」を支えることが重要です。

そして最後に、これらと同様に重要なのは、私

たちリーダー一人ひとりが、今後の長い道のり

を前進し続けるために、「推進力」を維持するこ

とです。 

 
以下において、私はデロイトグローバルCEOと

して、これら4つのリーダーの責務に関する私自

身の考えや、リーダー一人ひとりが自問すべき

重要な論点を示したいと思います。今後の長い

旅の道のりを共に歩むビジネスリーダーの皆さ

んにとって、ご参考になれば幸いです。 

 

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/retail-distribution/consumer-behavior-trends-state-of-the-consumer-tracker.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/retail-distribution/consumer-behavior-trends-state-of-the-consumer-tracker.html
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従業員を支える 
 

 

 

業員は前例のないレベルのストレス

と不確実性に悩まされています。 

働く人の多くは、COVID-19や人種的不平等によ

る深刻な個人的損失を被っており、子供を持つ親

は、職務上の責務を全うしながら、育児や教育に

関わる大きな不確実性に対処し適応しようとして

います。孫と祖父母の間でこれまで当たり前だっ

た物理的な接点さえも失われています。彼らを前

進させるには、我々の今後の道のりに対する共

感と勇気の両方が必要です。 

従業員、顧客、取引先等が抱え

る切実な悩みを理解し、彼らと

共に歩む姿勢を示すことができ

ているか？ 
私たちは、リーダーとして、従業員が現在直面し

ている無数の、多く場合、解決の糸口が見えない

悩みに共感を示し、それらを正しく認識する必要

があります。心理学者は、「曖昧な喪失感

(ambiguous loss)」を、不可解で、自分の制御の外

にあり、決定的な終点がない喪失感と言い表しま

す。3 通常、愛する人が行方不明になったり進行

性の慢性疾患に苦しんだりするときに経験される

喪失感です。しかし、今日、私たちの同僚が耐え

ている不確実性も、確かに「曖昧な喪失感」を生

み出しています。この世界で、私たちの今まで慣

れ親しんだ生き方を失うことは、理解するのが難

しく、私たちの手には負えず、そして、いつ正常な

状態を取り戻すことができるかは不確かです。4 

デロイトが最近刊行したリーダー向けのガイド 

 ”Bridge across uncertainty”に記載しているように、

ストレスには3種類あります。良いストレス、耐えられ

るストレス、そして有害なストレスで、有害なストレス

は、人々が毒される前に除去されることが重要です。

5 曖昧な喪失感と有害なストレスの両方を伴う状況で

は、解決の方向性を示し不確実な状況を低減するこ

とが、私たちのチームをサポートするうえでの重要な

手立てになります。例えば、デロイトはZOOMを使用

したワークショップを主催し、部門横断的に従業員が

職場復帰プログラムに関する情報提供を通じて支援

し合うよう促すことを通して、彼ら一人一人に、自らの

状況をより良くコントロールしているという感覚を与え

るようにしました。同様に、明示されたゴールと成果

（チームがそれらを「完了」したことを宣言できる）を

伴うプロジェクトを支援することも、曖昧な喪失感と有

害なストレスの両方に立ち向かう一助となります。 

迅速で効果的な意思決定を促進

するために、勇気を促すように会

話に参加し、他の模範となるよう

な態度を示しているか？ 
 

COVID-19感染拡大の最初にリリースした記事で指

摘した、レジリエントなリーダーの5つの基本的要素

の1つは、完璧さよりもスピードを優先することです。6 

つまり、不完全な情報をもとに勇気を持って決定的

な行動をとるスピードが不可欠であることを理解して

いるということです。「極めて不確実な状況下での重

大な意思決定をすること」は、CEOの内面的責務の

一部でもある、感情的な不屈の精神の中核をなす行

動様式です。

リーダーとして、従業員が現在直面している無数の、多くの場合解決の

糸口が見えない悩みに共感を示し、それらを正しく認識する必要がある

https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6793_bridge-across-uncertainty-covid/DI_Bridge-across-uncertainty.pdf
https://www2.deloitte.com/global/en/insights/economy/covid-19/heart-of-resilient-leadership-responding-to-covid-19.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/leadership/ceo-decision-making-emotional-fortitude.html
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勇気を促す会話は、このような決定的で大胆な

リーダーシップ行動の中心にあり、今や従業員

を支えるために重要度を増しています。このよ

うな会話は、危機の中で、真のメッセージをリア

ルタイムで伝え、即時のフィードバックがなされ

下記のようなことを可能にします。 

 

• 休業要請、一時解雇、自宅待機などの困難

な状況から目を背け過ぎ去ることを願うので

はなく、自ら困難に対処できる 

 

• 不評を買うとしても、必要な行動を決断し実

行できる 

• 状況について真実を語り、それぞれの決

定が下された理由、その影響を正しく理

解できる 

 

そして、特に 

• たとえ、そのメッセージがリーダーのあなたに

とって不愉快なものであろうとも、従業員の考

えや気持ちに耳を傾けることが出来るようにな

ります。これは、より十分な情報に基づいた意

思決定に役立つだけでなく、組織を維持する

ためにも不可欠なことです 
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気とは、長期的な視野で短期的な決

断をすることも意味します。これまで

以上に、私たちの 

組織は、すべてのステークホルダーのために、

雇用、産業、地域社会、そして経済全体をサポ

ートすることにより、長期にわたって価値を維持

し創造する必要があります。 

 

守りの経営だけではなく、攻

めの経営を展開できている

か？ 

危機の「対応段階」では、大部分のビジネスリー

ダーに求められたのは、自らの価値観を堅持

し、ビジネスの最前線で従業員、顧客を支え、そ

して事業そのものを維持し続けるという「守りの

経営」でした。 

しかし、新たなビジネス環境（next normal）にお

いて成長するためには、守りと攻めの両方の経

営が必要です。従業員と事業を守る取り組みに

加え、より長期的な視野を持つことが必要とされ

ます。今こそ、風に身を乗り出して自ら立ち向か

う動きをとる必要があり、そうすることで、推進力

と競争力をもって危機を脱することができます。

多くの企業は、攻めよりも守りの経営に重きをお

きがちですが、勝者になるには両方が必要なの

です。8 

 

2020年6月にデロイトとフォーチュンが全世界の

有力企業の140名余りのCEOに対して実施した

調査の結果、回答者の77%が、今回の感染拡大

が攻めの経営に転じる為の重要なビジネスチャ 

ンスを生み出したと述べました。9感染拡大以前に

行われた、経営幹部レベルの調査によると、56％

が組織を競合によるディスラプション（破壊的イノベ

ーション）から保護するための投資（守りの経営）を

優先すると回答し、26％のみが競合に対してディス

ラプションを仕掛けるための投資（攻めの経営）を

優先すると回答するにとどまっていました。10 この回

答の割合は、過去3年間にわたりほぼ２対１を保つ

形で推移してきています。 

 

ビジネスモデル変革を自らが積

極的に推進し、あるべき方向に

組織を導いているか？ 

危機は通常、イノベーションの加速、取引関係の拡

大、変化する市場構造の予測、新しいビジネスモデ

ル開発等を促し、多くのビジネスチャンスを生み出

します。例えば、健康と社会に影響を与える

COVID-19の危機は、多くの企業の経営者にビジネ

スモデルの再考を迫っています。レジリエンスを構

築するために、海外から自国に戻すべき機能は何

か？組織に一定の柔軟性と迅速な適応力を与える

ために、どの業務の外部委託を進める必要がある

か？労働力のどの部分を永続的に仮想化すべき

か？そのために、どのようなデジタル/クラウドテク

ノロジーの導入を加速させる必要があるか？11さら

に、以上のような論点に加え、COVID-19への拙速

な対応によりサイロ型組織が一夜にして瓦解する

のを目の当たりにし、多くの経営者は、こうした様々

な既存の障壁をいかに取り除くべきかを真剣に考

え始めています。すでに企業の現場では、実際の

チームはますます部門横断的なものになり、アイデ

ア、経験、リソース、専門知識などが迅速に共有さ 

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/chief-executive-officer/articles/deloitte-fortune-ceo-survey-covid-19.html?nc=1
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/deloitte-review/issue-22/industry-4-0-technology-manufacturing-revolution.html
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れることで、組織がこれまで以上に的確かつ全体

最適な行動を選択できるようになってきていること

が背景にあるのです。 

感染拡大によって、構造的かつ組織的変化の必

要性が前例を見ないレベルにまで高まっているこ

とを、多くの経営者が認めざるを得ない状況にあ

ると言えるでしょう。最新の調査によれば、経営者

が最も関心を抱く戦略的なテーマには、消費者の

行動や顧客との関係性の永続的な変化への対応

（70％）、今後通常業務の一部を構成するテクノロ

ジーおよびツールの導入（61％）、新規または今

後新たに開発されるビジネスモデルの収益性の

維持（45％）などが含まれています。12新たなビジ

ネスモデルを実現するには、資金に余裕がない場

合でも、投資を行うという大胆な決定が必要な場

合もあります。ドイツの200人の経営幹部を対象に

した最近の調査によると、回答者の25％が、デジ

タル化を進めることで15〜30％のEBIT(支払金利

前税引前利益)の改善を経験しています。デジタ

ルを活用して攻めの経営に転じる上において、遅

すぎるということはありません。前記の調査の中

で最も成功した事例として紹介された企業は、本

格的にデジタル化に踏み切ってから2年未満だっ

たという話もあるほどです。13 

 

70％のCEOが、最も関心を抱く

戦略テーマは、消費者の行動

や顧客との関係性の永続的な

変化に注目することである

https://www2.deloitte.com/de/de/pages/operations/articles/digital-maturity-index-de.html
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/operations/articles/digital-maturity-index-de.html
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会を支えるという責務を果たすために

は、レジリエントなリーダーは大義を掲

げ、社会全体のシステムや構造に影響

を及ぼす上において、より積極的な役 

割を担う必要があります。大義の実現に向けたリ

ーダーシップの行使には信望者の存在が欠かせま

せん。そして、信望者は信頼を通じてのみ得られる

ものです。 

効果的な社会的インパクトを起

こすための通貨(currency)とし

て信頼関係を重視しているか？ 

私たちは、信頼関係は空気のようなものではなく、

具体的な価値の交換であると信じています。それ

はレジリエントなリーダーシップの通貨です。14最近

の調査によると、あるブランドを「非常に信頼してい

る」と答えた顧客の62％が、そのカテゴリにおい

て、もっぱらそのブランドに限定して購入していま

す。 

リーダーを非常に信頼している従業員は、そうでな

い従業員と比べて、新しい転職先を探す可能性は

約半分ですが、従業員の42％は自分達のリーダー

をそれほど信頼していません。15 

社会の中で、より広く、特に社会の混乱と制度のも

つ役割が変化する不確実性の中で、今まで以上に

信頼関係が重視されています。16エーデルマントラ

ストバロメーターの2020年5月のアップデートによる 

と、「企業が利益よりも従業員や取引先を優先し

て大事にしていると考えると考えるか？」という質

問に対して、「そう思う」または「大変そう思う」と回

答した人の割合は、全世界で38％に過ぎません

でした。17 

さらに、回答者の62％が、「企業は、仕入先や取

引先の事業継続に向けて適切な支援をしていな

い」と回答しています。18 

将来における組織的・制度的な変化を想定し、社

会変化を成功に導く上においては、信頼関係を

築き上げるとともに、築かれた信頼関係を効果的

に「使う」ことが求められるのです。 

 

社会全体のシステムや構造を

より強靭なものにするために、

企業として有するプラットフォ

ームや広範な関係を積極的に

活用しているか？ 
 

慈善や社会課題解決を目的とする

活動の多くは、組織に時間やリソー

スの提供を求めるものですが、実

は、社会的なインパクトや持続的な

効果を示すことができる最大の貢

献は、その組織が有する影響力を

積極的に行使することにあります。

人種的・経済的な不公平を温存させているの

は、多くの場合、硬直したシステムと凝り固まっ

た制度です。個々の企業組織が有する顧客、

取引先、政府、地域社会などとの関係性を踏ま

え、社会的なシステムや構造を改革するため

に、こうした関係性のネットワークをつなぎ合わ 

レジリエントなリーダーは、大義を掲げ、社

会全体のシステムや構造に影響を及ぼす

上において、より積極的な役割を担う必要

がある 
 

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/covid-19/building-trust-during-covid-19-recovery.html
https://www.deloittedigital.com/content/dam/deloittedigital/us/documents/offerings/offering-20200706-hub-trust-hx.pdf
https://www.deloittedigital.com/content/dam/deloittedigital/us/documents/offerings/offering-20200706-hub-trust-hx.pdf
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/covid-19/guide-to-organizational-recovery-for-senior-executives-heart-of-resilient-leadership.html?nc=1
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/covid-19/guide-to-organizational-recovery-for-senior-executives-heart-of-resilient-leadership.html?nc=1
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せることで、それらが持つ潜在的な可能性を最大

限に活用できるかを真剣に検討すべきではないで

しょうか。例えば、気候変動は、組織的な行動を通

じて変化をもたらすことができる領域の一つです。 

デロイトは、志を同じくする組織とのエコシステム作

りを積極的にリードし、様々な会議体の開催を行う

とともに、そうした場に積極的に参加しています。

世界で最も複雑な気候の課題に取り組むには、大

規模なチームワークが必要だからです。そのような

取り組みの成果がUpLinkです。このプラットフォー

ムは、デロイトと世界経済フォーラム、その他の協

力者によって開発されました。それは、イノベータ

ーや起業家を専門家、メンター、投資家と結びつ

け、彼らが協力して、国連の持続可能な開発目標

に沿ったグローバル課題解決に貢献できるように

するものです。19 UpLinkの当初の重点分野には、

15か国以上20の約50人の起業家から寄せられたソ

リューションを集めたOcean Solutions Sprintがあり

ます。そして1T.ORGは、この10年間で1兆本の木

の保全と回復を確実にするための取り組みです。21 

私たちは、どのようにして経済的利益と社会的責

任の間の「二項対立」を回避し、その両方を共に追

求することができるのでしょうか？株主価値を高め

るような方法で中核となるビジネスの資産を使用し

つつ、重要な社会課題の解決に貢献することは可

能なのでしょうか？さらに、株主価値と社会的イン

パクトの追求を整合性ある形で推進できるように、

事業のあり方自体を再構築することはできるのでし

ょうか？経営幹部レベルの調査によると、10人のう

ち8人のCxOが、昨年、社会や環境にプラスの影響

を与える製品やサービスを開発したと報告していま

す。 

 

 

 

 

どのようにして経済的利益と

社会的責任の両方を共に追

求することが可能になるの

か？  

 

これらのポジティブな影響は、製品やサービスを

超えて労働者に広がります。22カーギル(Cargill)

は、Partners in Food Solutionsプログラムに参加

する従業員を恒常的に支援しています。これによ

り、アフリカにおいて900世帯以上の小規模かつ

成長中の食品生産者に対して、同社従業員によ

るボランティア活動が行われています。この活動

を通じて、アフリカに社会的な利益をもたらすだ

けでなく、参加した従業員は実践的なグローバル

経験を積む機会を得ることができ、さらに、カーギ

ルは本活動に参加した従業員が生み出す革新

的なアイデアや解決策から恩恵を受けているの

です。23 

 

 

 

 

 

 

https://www.weforum.org/press/2019/09/crowd-sourcing-the-sdgs-new-open-source-digital-platform-to-unlock-ideas-and-spur-funding-for-sustainable-development/
https://uplink.weforum.org/uplink/s/sprints#oss
https://www.1t.org/
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/deloitte-review/issue-22/industry-4-0-technology-manufacturing-revolution.html
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私 

推進力を維持する 
 

 

 

たちリーダーは、従業員、組織、そ

して社会に長期的に貢献するため

に、個人として、精神的にも肉体的 

にも、そして目的意識においても健全でなければ

なりません。 

リーダーとして、おそらく生涯で最も途方もない規

模の課題に直面している現在、一番のリスクは、

私たち自身が気付く以前に、私たち自身が力尽き

てしまう可能性があるということです。 

他の人を支えるだけでなく、自分自身を支えなけ

ればなりません。そうすることは、自分自身に、次

のような難しい問いを投げかけることになります。 
 

内なる本質を偽りなく見つめて

いるか？ 
 

自分以外の人々をリードするには、まずプラトンの

「己を知る」に見習い、自分の内面を見つめる必

要があります。ストレスに溢れる時代の中では、リ

ーダーとして、以前の健全でないリーダーシップの

パターンに容易に戻ってしまいがちです。私は最

高のリーダーは、鋭い自己認識とともに自分自身

の脆弱さを認識していることに気が付きました。

New York Times社の編集コラムニストであり作家

のDavid Brooks氏は、成果を上げているリーダー

像についての研究結果を2つの山の比喩を使って

説明をしました。「（リーダー達が成し遂げる成果と

して）最初の山が自我を築き、自己を定義すること

であるならば、2番目の山は自我を脱ぎ捨て、自

己を解体することです。最初の山が自らのビジネ

スを確立することを目的とした組織であるとするな

らば、2番目の山は組織貢献意欲を促す組織と言

えます」24 

リーダーによる誠実な内省姿勢は組織にも

影響し 

ます。Brooksは次のように付け加えます。「私は1

番目の山にある組織と2番目の山にある組織を見

分けられるようになりました…第2の山の組織は

人々の奥深くに根差し、永続的な効果を与えます

…これらの組織には、組織として合意された目的、

共通した価値観に基づく行動様式、自らを語る共

通の言葉があります…彼らは単に一方的に教育す

るだけではなく、変容させる力を備えています。」25 

時間よりも重要なエネルギーを、

組織のために最も効率的に投入

しているか？ 

生産性を高める秘訣は時間管理ではなく、エネル

ギー管理にあります。高いパフォーマンスのアスリ

ートはインターバルトレーニングに注力していま

す。それは筋肉を引き裂き、そして、筋肉が自らを

より強く再生させるための休息を与えることです。

同様に、高いパフォーマンスを発揮する経営幹部

は、エネルギーの消費と回復を最適な形で交互に

反復させる方法をマスターしています。精神面にお

けるインターバルトレーニングでは、エネルギーの

消費は、90～120分の自然な人間のリズムの作業

時間に沿って行われ、計画的な短時間の回復（階

段の昇降やパズルを解くなど、単純な作業の場合

もあります）が間に挟まれます。著者のJim Loehr

とTony Schwartzが言うように、「最も豊かで幸福

で、最も生産的な生活を営む人達は、目の前の課

題に完全に没頭して取り組む能力だけでなく、定

期的に解放されて回復させる能力を有していると

いう特徴があります。」26 
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C 

影響を与え続ける 
 

 

 

COVID-19の危機がいつまで続くのか、ま

た、ウイルスによってもたらされる変化の 

先に何があるのかは、まだ誰にもわかりません。 

加えて人種的不平等、社会的不公平、気候変動、

および経済的ストレスに起因する主要な混乱は、

「より良い」ビジネス環境への回帰の道のりを更に

長くする可能性があります。私たちはリーダーとし

て、このような危機を乗り切ることを求められてい

ます。 

こうした中でリーダーに求められる責務は、池に

落とされた石に似ています。石が水の奥深くに落

ちるように、私たちは水面下（内面）にあるものを

見ることで推進力を維持します。石によって水面

に波紋が広がるように、私たちが従業員に寄り添

うことで彼らを支え、さらに、勇気を持って戦略を

磨き、攻めの経営を展開することで組織を支えま

す。そして、それは信頼関係に投資して制度やシ

ステムに前向きな社会変化をもたらすことによっ

て社会を支えるのです。
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